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Hospitality
Excellent
Amenity
Relationship
Trust 

本院は厚生労働大臣から地域がん診療連携拠点病院の指定を受けています。その
責務を全うするため、質の高く切れ目のないがん医療提供体制の構築を目指して
います。その一環として、認定看護師の育成にも力を注いでいるところです。が
ん化学療法や乳がん、皮膚・排泄ケア、緩和ケアなどの分野の熟練した看護技術
と知識を併せ持つ看護師たちが在籍し、医師やその他の職種と連携を図ること
で、専門性の高いがん看護体制を整えています。
がん看護以外にも感染管理や認知症などの分野に精通した認定看護師がおり、今

患者の皆様の権利を尊重します
本院では“生命の尊重と人間愛”を基本理念に、患者の皆さんと
協同して最良の医療を提供できるよう以下の権利を尊重します。
1．平等で最善の医療を受ける権利
2．個人の尊厳が守られる権利
3．説明にもとづき医療行為を選択する権利
4．診療情報を得る権利
5．プライバシーが守られる権利

Hospitality こころのこもった接遇

Excellent 良質な医療で健全経営

Amenity 快適な療養環境

Relationship 人材を育成しよりよい人間関係

Trust  地域との信頼関係の構築

【題字について】

認定看護師の
養成

年7月現在で合計12名がさまざまな現場で活躍しています。また、その認定看護師らが中心となって看護専門外来を開
設。患者さんの幅広いニーズに対応しています。
本院の基本理念である「生命の尊重と人間愛を基本に、心がかよいあう医療」を実現し、地域住民の方々が安心して暮ら
すことのできる体制を、今後も追求してまいります。

No.45

最新鋭の放
射線治療装

置を導入！

詳しくは中
面へ
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本院では放射線治療システムの更新のため、放射線治療をしばらく休止していましたが、7月に最新鋭の放射線
治療装置（リニアック）を導入し、高精度の照射の実現により、副作用のリスクを軽減する環境が整いました。
そこで、放射線科の寺山昇主任部長に、このリニアックの特長や期待される効果などについて解説してもらい
ました。

最新鋭の放射線治療装 置を導入!!

放射線療法は、外科療法や化学療法と共に、がん
治療の集学的治療を支える三大療法の一つに位

置付けられます。かつて、日本のがん治療は外科手術
が中心でした。しかし、近年の医学の目覚ましい進歩
に伴い、化学療法や放射線療法の技術が進化し、がん
の種類や症状によっては、外科手術と変わらない効果
が期待できるところまで来ています。
さて、放射線療法はがんの病巣部に放射線を照射し、
がん細胞を死滅させる治療法なのですが、今回導入し
た最新鋭のリニアックの特長は、大きく分けて2つあ
ります。
一つは病巣部に正確に放射線を照射できることです。
治療計画時と照射時の位置ずれを認識・補正、正確に
病巣に照射する画像誘導放射線治療（IGRT）が可能な
装置です。また、CT画像を取得できるX線撮影装置と
フラットパネル検出器を装備しており、病巣の位置確
認や1mm単位での照射調整ができます。加えて、県

7月2日よ
り再開！

県内初“体表面光学式トラッキングシステム”を導入した最新鋭の放射線治療装置

内初となる「体表面光学式トラッキングシステム」を導
入。照射中のモニタリングを通じ、つねに正しい位置
での照射を実現しています。
二つ目は、副作用のリスクを大幅に軽減できること

です。小さながん腫瘍に放射線を当てる場合や、正常

放射線技師と入念な打ち合わせで治療計画を決定する
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がん治療体制の確立

最新鋭の放射線治療装 置を導入!!～がん治療体制の充実へ～

包括的がん
医療センター

看護
専門外来

がん相談
支援センター

外来化学
療法室リニアック

緩和ケア
病棟

緩和ケア
外来

放射線科

寺山  昇
主任部長

～がん治療体制の充実へ～

放射線科

寺山  昇
主任部長

組織にがん腫瘍が隣接している場合、放射線治療は正
確な病巣への照射が求められ、被ばくによる副作用を
極力抑えなければなりません。そんな時、この装置は
放射線を正確に照射する「画像誘導放射線治療（IGRT）」
が可能なため、正常組織への被ばくを最小限に留め、
副作用のリスク抑えることができるのです。
このリニアック導入により、高精度の放射線治療が
実現したのはもちろん、化学療法と併用することによ
り、治療方法の幅がより一層広がりました。リニアッ
ク更新までの間、ご不便とご迷惑をお掛け致しました
が、みなさんのご要望に応えられるよう、努力してま
いります。今後の本院の放射線治療にご期待ください。

「さまざまなステージのがんに対応できるようになりました」と語る
寺山昇医師

今回、リニアック（放射線治療装置）を導入したことで、包括的がん医療センターを中心に、
予防から治療、緩和ケアまでの切れ目のないがん診療提供体制がより充実することになりました。
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❶ 抗がん剤治療教えて!
ドクター

抗がん剤治療とは？

　がん細胞の増殖を防ぐ薬物療法のことです。
がん細胞の成長を遅らせたり、転移や再発を

防いだり、小さながんを治療することを狙っていま
す。

どのような時に抗がん剤を使用するの？

　症状により、手術や放射線治療ができない場
合のほか、手術や放射線治療と併用して効果

的に使用することもあります。また、手術や放射線
が局所的治療であるのに対し、抗がん剤は広範囲に
治療の効果を期待できます。このため、がんの転移
があるとき、転移が疑われるとき、転移を予防する
とき、血液・リンパのがんのように広範囲に治療を
行う必要のあるときなどに使用します。

抗がん剤による副作用は？

　本院では極力副作用が発生しないように心が
けています。例えば、服薬当初に吐き気を催

すケースがありますが、吐き気防止の制吐剤を併用
し、その後の治療をスムーズに行えるようにしてい
ます。また、脱毛するという話を聞いたことがある
と思いますが、抗がん剤投与が終われば、毛母細胞
は再生し、また毛が生えてきますので安心してくだ
さい。その他の副作用についても、できるだけ早期

に対処するように心がけています。

抗がん剤を使用するのは、がんが末期
になってからでしょうか？

　いいえ。がんのステージが浅い場合にも使用
することがあります。詳しくは医師にご相談

ください。

抗がん剤の効果は？

　例えば肺がんの場合、遺伝子検査を行って変
異を調べたうえで治療計画を決めるのですが、

抗がん剤を投与することで約7割の患者さんに効果
があると言われています。

薬物療法を受ける際に気をつける点
は？

　薬や食べ物にアレルギーがある場合など、抗
がん剤が適さないこともあります。これまで

に薬で副作用を起こした経験があったか、薬物療法
や放射線治療を受けたことがあるか、女性の場合、
妊娠・授乳中であるかなどを確認させていただいて
います。何か不明な点がありましたら、お気軽にお
問い合わせください。

内科

菓子井 達彦
主任部長

さい。その他の副作用についても、できるだけ早期

内科

菓子井 達彦
主任部長

最新の医療技術やトレンドについて医師にわかりやすく
解説してもらうこのコーナー。今回は「抗がん剤治療」
と「腹部大動脈瘤血管内治療」について取り上げます。
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❷ 腹部大動脈瘤血管内治療教えて!
ドクター

大動脈瘤 ステントグラフト 動脈内に内挿したところ

腹部大動脈瘤とは？

　腹部の大動脈が通常の1.5倍くらい、3cmほ
どのコブ状に腫れ上がる病気です。直径が

5cmを超えると破裂の危険があります。破裂すると、
最悪の場合、命を落とすことにもつながりかねませ
ん。

その原因は？

　多くは動脈硬化が原因です。60歳以上の方が
かかりやすく、男性が圧倒的に多いと言われ

ています。

どういう症状が出るの？

　コブが膨らんで臓器を圧迫し、腰痛や腹痛な
どの症状が出ることもありますが、多くの場

合、コブが大きくなる過程では自覚症状が出づらい
のが難点です。またレントゲン画像にも写りません。

どうしたら発見できるの？

　エコー（超音波）検査が痛みもなく、最適です。
検査で異常が発見された場合、CT（コンピュー

タ断層撮影）で大きさや形状などを調べ、治療方針
を決定します。

治療方法は？

　破裂した場合は手術しか方法はなく、しかも
成功確率は低くなるので、破裂する前に診断

し、治療することが重要になります。本院では多く
の場合、人工血管置換術を施しています。足の付け
根を3cmほど切り、血管に細い管（カテーテル）を挿
入、人工血管（ステントグラフト）に置き換える術式
です。

他の術式とどう違うの？

　腹部を10cmほど開腹する従来型の手術と
違って傷口は小さいため、回復が早く、体に

負担の少ない術式です。手術翌日には水が飲めるよ
うになり、10日程で退院できるようになります。

気をつける点は？

　健康診断のメニューにエコー検査があれば、
その結果が判断基準となります。ない場合、

医師の触診でわかることがあります。かかりつけ医
に相談しましょう。

胸部・血管外科

関　功二
部長

腹部大動脈瘤血管内治療

胸部・血管外科

関　功二
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連携医療機関の紹介

上勢敬一郎院長は、高岡市に住ん
で15年、市内の病院に勤務して

10年経ちますが、市内の海沿いの地
域に小児科がないことを憂い、地域の
子供たちの健全な生活を守りたい一心
で開業したそうです。
小児科の中でも循環器専門医は珍し

うえせこどもクリニック

診療時間 月 火 水 木 金 土
9:00～12:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○
14:30～18:00 ○ ○ ○ ー ○ ー

診療科：小児科、小児循環器科／休診日：木曜日・土曜日午後、日曜日、祝日

〒933-0005
高岡市能町南2-78
TEL.0766-23-2366

今回ご紹介するのは、いずれも今年4月に
オープンしたばかりの新しいクリニックです!!

上勢 敬一郎
院 長

く、小児科全般からアレルギーのほか、発達障害や重度心疾
患にも対応。成人前までの子供をワンストップでサポートし
てくれます。
「将来は在宅医療の展開も視野に入れています」開業から間も
ない今、上勢院長はすでに地域の未来を見据えています。

子供は医療機関に怖いイメージを
抱いていると思います。そこで、

その恐怖心を取り除くことを念頭に診
察にあたっています」と淵澤院長は強
調します。
診察の際、先生は必ずイスから降り

てしゃがみこみ、子供と目線を合わせ

ふちざわ子どもクリニック

診療時間 月 火 水 木 金 土
9:30～12:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○
15:00～18:30 ○ ○ ー ○ ○ ー

診療科：小児科、アレルギー科／休診日：水曜日・土曜日午後、日曜日、祝日

〒935-0063
氷見市加納484-1
TEL.0766-72-1557

淵澤 竜也
院 長

るそうです。“上から目線”ではなく、子供の視点に立つことで、
あまり怖がらずに、大人しく診察に協力してくれるようにな
るケースが多いとか。
「子供の将来を支える役割を全うしたい」淵澤院長は地域に根
ざした医療提供のあり方をつねに思い描いています。

認知症や脳卒中などの脳神経診
療、高血圧や糖尿病などの脳心

臓血管内科診療、排尿障害や骨粗しょ
う症などの高齢者診療、リハビリテー
ションまで内科全般の診療を幅広く手
がける田口芳治院長。中でも、近年増
加傾向にある認知症に対しては「もの

福岡町たぐちクリニック

診療時間 月 火 水 木 金 土
9:00～12:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○
14:30～18:30 ○ ○ ○ ー ○ ー

診療科：内科、脳神経内科、リハビリテーション科
休診日：木曜日・土曜日午後、日曜日、祝日

〒939-0131
高岡市福岡荒屋敷630
TEL.0766-75-7543

田口 芳治
院 長

忘れ外来」「もの忘れ予防外来」の2つを設置。専門医としてき
め細やかな診療を行い、進行を遅らせるだけではなく、進行
を予防することにも注力しています。
「認知症は早期介入が大切です。不安に感じる点がありまし
たら、お気軽にご連絡ください」と田口院長は説明します。
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